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総会が開催されました  
２０１３年度京都府キャンプ協会総会は７月１８日（木）

１９時００分〜２０時４５分	 京都ＹＭＣＡ２０１号室

にて実施され、正会員５２％の出席、委任状１０名で成立

しまして、すべての議案及び報告は承認されました。 

第１号議案	 ２０１２年度事業報告	 

Ⅰ．会員数２６９名	 

Ａ	 キャンプ・インストラクター資格	 １５６名	 	 

Ｂ	 キャンプ・ディレクター２級資格	 	 	 ６４名	 

Ｃ	 キャンプ・ディレクター１級資格	 	 	 ４９名	 

Ⅱ．指導者資格認定事業	 

キャンプ・インストラクター資格	 認定者数９名	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 申請者数８名	 

Ⅲ．指導者養成事業	 
２０１２年前期キャンプ・インストラクター養成講習会	 
共	 催：京都市ユースサービス協会	 
参加者：６名	 対前年比１名減	 
理論講習	 
Ａ:５月１３日	 京都ＹＭＣＡ	 
Ｂ:５月１８日	 京都ＹＭＣＡリトリートセンター	 

実技講習	 
Ａ・Ｂ共通:５月１９日～２０日	 

	 	 	 	 	 	 	 	 京都ＹＭＣＡリトリートセンター	 
	 ２０１２年後期キャンプ・インストラクター養成講習会	 

共	 催：京都市ユースサービス協会	 
参加者：３名	 対前年比１０名減	 
理論講習	 ９月２１日	 
	 	 	 	 	 	 	 	 京都ＹＭＣＡリトリートセンター	 
実技講習	 ９月２２日～２３日	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 京都ＹＭＣＡリトリートセンター	 

Ⅳ．主催事業（月例会）、受託事業（月例会兼）	 
４月（月例会）４月１５日（日）ＢＵＣ認定事業	 
「竹の子掘りと、竹の子料理」	 
会場：青少年野外活動総合センター｢友愛の丘｣	 
講師：濱野委員	 参加者：９名	 

５月（月例会兼受託事業）５月３日（水・祝）	 
梅小路公園グリーンフェアー2012 春	 
「みんなで作ろうクラフト」	 
会場：京都市梅小路公園	 
講師：(ﾁｰﾌ)岡本委員・真名子・吉田・木村・飯田・	 
	 	 	 服部（花背山の家２名）参加者：一般８１名	 

６月（月例会）６月１０日（日）ＢＵＣ認定事業	 
「本格石窯で手作りピザを焼こう」	 
会場：京都ＹＭＣＡリトリートセンター	 
講師：真名子委員	 参加者：会員１５名	 一般２名	 

７月・８月は休会	 
９月（受託事業）９月１６日（日）	 
京都府教育庁指導部社会教育課	 
「防災キャンプ２０１２in 京都」	 
会場：京都府立るり渓少年自然の家	 
内容：ペットボトルで食器とスプン作り、段ボール使
ってパーテーションを作成。	 
講師：岡本委員・塚原委員	 参加者：５３家族	 

１０月（受託事業）１０月１４日（日）	 
梅小路公園グリーンフェアー2012 秋	 
「みんなで作ろうクラフト」	 
会場：京都市梅小路公園	 
講師：(ﾁｰﾌ)岡本委員・真名子・吉田・木村・飯田	 
	 	 	 （花背山の家１名）参加者：一般１９名	 

	 
	 
１０月（受託事業）１０月２７日（土）	 
花脊山の家「自然大好きフェスティバル」	 
会場：京都市野外教育施設「花脊山の家」	 
講師：(ﾁｰﾌ)岡本委員・木村・竹川	 参加者：９５名	 

１１月（月例会）１１月１０日（土）ＢＵＣ認定事業	 
「落ち葉でアート」	 	 
会場：京都ＹＭＣＡ	 講師：岡本委員	 
参加者：吉田委員・会員１名・和歌山県協会会員２名	 

１２月（月例会）１２月１５日（土）	 
「しめ縄作り」	 ＢＵＣ認定事業	 
会場：宇治市総合野外活動センター「アクトパル宇治」	 
参加者：真名子・岡本・大阪府キャンプ協会会員１名	 

１月（月例会）１月２６日（土）ＢＵＣ認定事業	 
「スターウォッチング」	 
会場：宇治市総合野外活動センター「アクトパル宇治」	 
講師：吉田委員	 参加者：１１名	 

２月（月例会）２月９日（土）ＢＵＣ認定事業	 
「次のキャンプで必ず役立つキャンプソング塾Ⅱ」	 
会場：京都ＹＭＣＡ	 講師：塚原委員	 
参加者：会員４名・大阪府キャンプ協会会員及び一般	 
	 	 	 	 ８名	 

３月（月例会）３月１０日（日）ＢＵＣ認定事業	 
リスクマネジメント講習会「災害に備える」	 
会場：京都ＹＭＣＡ	 
講師：船越委員・岡本	 参加者：会員２名・一般１名	 

Ⅴ．会	 	 議	 
理事会	 ６月２７日（水）京都ＹＭＣＡ三条本館	 
総会	 	 ６月２９日（金）京都ＹＭＣＡ三条本館	 
運営委員会	 

４月２日、５月７日、６月４日、９月３日、	 
１０月１日、１１月５日、１２月３日、	 
１月２１日、２月４日、３月４日	 全て（月）	 
計１０回	 京都ＹＭＣＡ	 午後７時～９時	 

Ⅵ．協力・後援事業	 
１.関西野外活動ミーティング（後援）	 
	 ３月３日	 １０時～	 
	 ドーンセンター（府立男女共同参画青少年センター）	 
	 主催団体：関西野外活動ミーティング実行委員会	 

Ⅶ．事務局事業	 
１.役員・理事・各委員会委員あて「事務局通信」毎月
発行（４月～１月まで）	 

２.ホームページの更新	 月間平均４回（４月～１月）	 
３.キャンピングＫＹＯＴＯ発行	 ２０１２年５月、７月、
１１月	 

Ⅷ．団体登録	 
１.公益社団法人日本キャンプ協会	 
２.京都青少年	 ゆめネットワーク「ゆめっと京都」	 
３.京都府青少年育成協会	 
４.人づくり２１世紀委員会	 幹事	 岡本理事	 
５.京都市教育委員会「花背山の家」運営委員会委員	 
	 	 	 岡本理事	 
６.(公財)京都市生涯学習振興財団	 評議員	 神﨑副会長	 

Ⅸ．日本キャンプ協会	 
１.第１回総会および支部研修会	 ５月２６日、２７日
神﨑副会長・真名子理事	 

２.第２回総会および支部研修会	 ３月２３日、２４日
神﨑副会長・岡本理事	 

	 
	 



第２号議案	 ２０１２年度会計報告	 

京都府キャンプ協会２０１２年度収支決算書（自２０１２
年４月１日至２０１３年３月３１日）は満場一致で承認さ
れました。	 
収入の部	 

	 科	 目	 １２決算	 摘要	 

１	 会費	 672,000	 会費（登録費を含む）	 

２	 寄付金	 50,000	 ＹＭＣＡより	 

３	 事業収入	 623,333	 インスト・ＢＵＣ・月例会他	 

４	 雑収入	 394	 普通預金利息（30周年利息含む）	 

５	 補助金	 57,220	 日本協会交通費	 

当期収入合計	 1,402,947	 	 

繰越金	 2,276,981	 前年度繰越および30周年記念事業残	 

合	 計	 3,679,928	 	 

支出の部	 

１	 会議費	 90,240	 総会・日本協会総会・近畿ブロック他	 

２	 旅費交通費	 80,220	 総会(日本協会)・近畿ブロック他関連	 

３	 事業費	 629,360	 講習会・例会・ＢＵＣ	 プログラム費他	 

４	 事務費	 190,772	 郵送費他	 

５	 雑費	 69,735	 団体登録・慶弔他	 

当期支出合計	 1,060,237	 	 

予備費	 0	 	 

収支差額	 2,619,601	 	 

合	 計	 3,679,928	 	 

監査報告	 
２０１２年度事業及び会計について、監査の結果適正かつ
正確なることを証明致します。但し、次期繰越金 2,619,601
円（2,036,697 円および 582,904 円）が全額預金としてあ
ります。尚、２０１３年３月末日において積立金として（定
期 3,000,000 円：普通 79,206 円）3,079,206 円が別途預金
としてあります。	 
２０１３年７月１０日 監事 井上哲士	 監事 久保田展史 

第３号議案	 ２０１３年度事業計画	 

京都府キャンプ協会２０１３年度事業計画は満場一致で
承認されました。	 

京都府キャンプ協会は設立以来、京都府下及び市内にお

けるキャンプの発展と指導者の養成と結集を願って、会員

の方々によって運営されてきましたが、２０１１年度の日

本キャンプ協会が公益社団法人移行に伴い、本協会も規

約・会則と合わせて名称を「京都府キャンプ協会」変更し、

新たな歩みを始めました。	 

おりしも今日の社会においては、２０１１年３月に起き

ました東日本大震災により、人間の生き方や価値観、安全

に対する考え方、共に生きることの喜びや重要性について

考えることが必要とされています。そして、一人ひとりの

いのちの重さや尊厳の課題について真摯に向かい合うこ

とが求められています。また自然環境とエネルギーの問題

についても、同様に新しい解決策が求められています。	 

このような諸課題に対しての早急な取り組みと共に、次

代を担う子どもたちや青少年が自ら考え、新しい価値観を

創り出す手段として、体験学習として代表的なものである

「キャンプ」「自然体験活動」への期待がますます大きく

なっていますが、その期待に応えるべく、キャンプのもつ

教育的価値、期待される指導者ならびに指導法について見

直しもしなくてはなりません。	 

例えば、私たちキャンプ指導者は何が出来るのか、何を

指導しないといけないのかということを常に考えておく

ことが求められ、更には学校現場との連携や協力、日ごろ

私たちが計画・実施しているキャンプのあり方、指導者の

養成、キャンプの様々な報告や発信についても同様です。

私たちが「大好きな」キャンプをあらためて見つめなおし、

大切に育て、社会に発信することが、今こそ必要なのでは

ないでしょうか。	 

本協会は今年度におきましても、指導者養成事業として

年２回のキャンプ･インストラクター養成講習会の実施、

野外技術ならびに指導技術のスキルアップをはじめとし

た月例会の充実、そして一般市民を対象としたプログラ

ム・クラフト指導と紹介などを行い、キャンプ協会の目的

である指導者の養成とキャンプの普及活動に取り組みま

す。	 

更には、日本キャンプ協会が提案していますブラッシュ

アップアンドコミュニケーション（Brush up & 
Communication）の実施、近畿圏キャンプ協会との協働に
よる指導者養成、研修会を計画しています。また、新規イ

ンストラクターならびにディレクター資格者の拡充を目

指し、キャンプ活動の普及とともに、広報誌やホームペー

ジを始めとした広報の強化をはかっていくものとします。	 

	 そして、新しい規約・会則のもとでの「会員交流」「会

員懇談会」の実施や、キャンプ関係者が一堂に会すること

ができる事業・プログラムを検討し実施することにより、

協会の運営基盤の強化するものとします。このためにも事

務局機能の強化ならびに委員会の活性化が必要となりま

す。	 

1. キャンプの普及活動の強化をはかります 
①	 広報協会の案内作成・ホームページの維持・キャン
ピングの発行（年３回）外部委託も検討し発行 

②	 普及事業花脊山の家主催事業（１０月）などへの協
力他 

③	 キャンプ愛好者や会員が集えるプログラムの企画実
施 

2. 協会運営および事業への参画者の拡充と指導者の資質
向上、協会の基盤強化 
①	 委員会および普及事業への参画者拡充 
②	 キャンプに関する事業の定期的実施（月例会の実施） 
③	 会員交流、会員懇談会などの企画実施 
④	 事務局機能の再構築 

3. 指導者養成の実施と資質向上 
①	 インストラクター養成講習会の実施（春・秋） 

4. 日本キャンプ協会、地域協会をはじめ関係団体との協
力・連携 
①	 日本キャンプ協会事業およびブロック会議へ積極的
に参加・参画近畿ブロックの幹事県としての役割 

②	 「関西野外活動ミーティング２０１４」への協力（3
月） 

③	 広報活動の連携強化 
④	 花脊山の家で行われている「自然体験活動」に参加・
協力（１０月）	 

⑤	 京都府が行う防災キャンプへの協力（９月）	 

	 

	 

	 

	 

キャンピングＫＹＯＴＯ  



第４号議案	 ２０１３年度予算	 

京都府キャンプ協会２０１３年度収支予算書（自２０１３
年４月１日至２０１４年３月３１日）は満場一致で承認さ
れました。	 
収入の部	 

	 科	 目	 １３予算	 摘要	 

１	 会費	 600,000	 	 

２	 寄付金	 50,000	 	 

３	 事業収入	 540,000	 	 

４	 雑収入	 1,000	 	 

５	 補助金	 60,000	 	 

当期収入合計	 1,251,000	 	 

前年度繰越金	 2,619,601	 	 

合	 計	 3,870,601	 	 

支出の部	 

１	 会議費	 100,000	 	 

２	 旅費交通費	 150,000	 	 

３	 事業費	 782,000	 	 

４	 事務費	 700,000	 スタッフ用ビブス・旗他	 

５	 雑費	 200,000	 団体登録・慶弔他	 

６	 会員交流事業	 1,000,000	 会員交流・懇談・新規事業	 

当期支出合計	 2,932,000	 	 

予備費	 938,601	 	 

収支差額	 -	 	 

合	 計	 3,870,601	 	 

第５号議案	 ２０１３年度委員委嘱報告	 

協会規約第１７条により理事会は次の会員を委員として
委嘱しました。敬称略順不同	 
森下	 克徳	 吉田	 穂積	 冨江美智子	 古島	 光司	 
木村	 和正	 船越	 義正	 岡本ヒロシ	 塚原	 誠一 
中村	 彰利	 竹川	 尚美	 濱野	 一彦	 飯田	 敏弘 
米田	 光晴	 青田	 真樹	 洪	 	 承載 

 
総会終了後、遠藤理事より京都教育大学にて６月１５日、
１６日開催の野外教育学会、環境教育学会報告および質疑
応答で終わりました。	 

	 

	 

	 

	 

２０１２年１１月１０日（日）１０：００〜１３：３０	 

京都ＹＭＣＡ	 ＢＵＣ認定	 

今回、今までに１度も計画されなかった落ち葉で貼り絵の

講習会です。色々な乾燥した落ち葉で風景、動物等を仕上

げました。	 

	 

	 

	 

	 

２０１２年１２月１５日（土）、１６日（日）	 

宇治市総合野外活動センターアクトパル宇治	 

ＢＵＣ認定	 

前回２０１０年１２月のしめ縄作りのパートⅡとして、お

正月に欠かせない飾りを自分の手で作りました。柔らかく

粘りのある餅米のわらで、わら編みのベテラン古島委員の

指導により、参加者全員が２種類のしめ縄を仕上げました。	 

	 

	 

	 

	 

２０１３年１月２６日（土）、２７日（日）	 

宇治市総合野外活動センターアクトパル宇治	 

ＢＵＣ認定	 

京都府キャンプ協会恒例になった「スターウォッチング」

です。この日の天気予報は曇りで、天候は下り坂とのこと。

宇治市内でも曇天、アクトパル宇治の集合時は雪空。１８

時４０分に屋上に上がると激しく雪が降り、屋外での観察

は無理なので、室内でパソコンを使って１月２６日の空を

スクリーンに映し出し、講師の吉田委員から冬の星座の解

説を受けました。解説が終わったところで雪が止み、雲間

から満月が望遠鏡で観察でき、西の空には木星も見えまし

た。２５cm 屈折望遠鏡５０倍で月を見るとクレーターが手

に取るように見ることができました。冬は空気が澄んでい

るので、スターウォッチングに適しているが、天候次第で

計画が左右する事を思いました。雪降りは初めてでした。	 

	 

	 

	 

	 

２０１３年２月９日（土）１０：００〜１３：３０	 

京都ＹＭＣＡ	 ＢＵＣ認定	 

昨年度のキャンプソング塾 Part1 に引き続き、キャンプの

様々なシーンのキャンプソングの魅力に迫りました。「あ

のキャンプソングをもう一度」、「このキャンプソングだけ

は覚えて帰りたい」など、リクエストコーナーもあり、歌

の上手下手も問わず、京都府キャンプ協会会員４名、大阪

府キャンプ協会会員及び一般８名、計１２名。講師の塚原

委員の指導で何曲も歌いました。後半には参加者から、活

動キャンプ場での定番曲の披露もありました。	 
 

２０１３年 Brush up & Communication	 第２弾 
雨の日に向�くクラフト色々  

日   時：１１月１７日（日）９：３０〜１３：００  

場   所：京都ＹＭＣＡ   ３階３０１号室  

内   容：キャンプ活動   雨の日に向くクラフト講習会  

持ち物：不要（昼食は京都府キャンプ協会で用意します）  

参加費：１０００円／１人（当日お支払いください）  

定   員：１５名  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

２０１３年 Brush up & Communication	 第３弾 
冬の星座観察ご案内  

日   時：１２月１４日（土）、１５日（日）１泊２日  

場   所：宇治市総合野外活動センター「アクトパル宇治」  

集   合：現地１８：００  

内   容：京都府下の公開天文台では最大の口径２５cm 屈折望

遠鏡のある宇治市の総合野外活動センター「アクトパ

ル宇治」で冬の星座を観察します。  

参加費：３９００円／１人（夕食、宿泊費、観察費、保険）  

            当日お支払いください  

定   員：１０名  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

お申込み・お問い合わせ   京都府キャンプ協会     

TEL:  075-255-4709      E-mail  :  kyoto@camping.or.jp  

２０１２年１２月例会報告	 

「しめ縄作り」  

２０１３年１月例会報告	 

「冬の星座観察」  

２０１３年２月例会報告	 

「次のキャンプで必ず役立つキャンプソング塾 Part2」  

」  

２０１２年１１月例会報告	 

「落ち葉でアート」  

キャンピングＫＹＯＴＯ  


